
1岡山県小学生バレーボール新人大会

OHK杯 優　勝 大元スポーツ少年団 最優秀選手 是友 竜成 優　勝 琴東ＪＶ 最優秀選手 原 つぐみ 優　勝 出部JVC 最優秀選手 井上 真雅

第３８回 第２位 ＰＲＯＧＲＥＳＳ倉敷 優秀選手 大林 昊空 第２位 大元スポーツ少年団 優秀選手 山崎 寧 第２位 古都 優秀選手 河東 かんな

R.4.2.7-2.14 第３位 第３位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 〃 池田 琥珀 第３位 美作JV ⾧尾 賢一

〃 〃 鹿田スポーツ少年団 〃 河合 姫菜乃 〃 津山東 石堂 麻奈

最優秀監督 是友 竜一 最優秀監督 山田 桂子 最優秀監督 桑田 公江

OHK杯 優　勝 ※新型コロナ感染対策により中止

第３７回 第２位

第３位

〃

OHK杯 優　勝 アリアーレ岡山 最優秀選手 田尻 文太 優　勝 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 最優秀選手 妹尾 友里日 優　勝 落合ＪＶＣ 最優秀選手 辻本 優海

第３６回 第２位 岡山南 優秀選手 山本 愛斗 第２位 大元スポーツ少年団 優秀選手 光森 愛莉 第２位 古都 優秀選手 奥山 大智

R.2.2.7-2.14 第３位 第３位 竜之口ＪＶＣ 〃 萩原 芽依 第３位

〃 〃 津山北 〃 黒川 恵茉 〃

最優秀監督 畠木 浩二 最優秀監督 妹尾 侑弥 最優秀監督 田口 雅基

OHK杯 優　勝 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 最優秀選手 多賀 羚哉 優　勝 玉島バレーボールスポーツ少年団 最優秀選手 岡本 彩杏 優　勝 金光バレーボールスポーツ少年団 最優秀選手 福田 結衣

第３５回 第２位 落合ジュニア 優秀選手 大倉 慧士 第２位 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 優秀選手 打田 理央菜 第２位 出部ＪＶＣ 優秀選手 荒木 郁哉

R.2.2.2-2.9 第３位 岡山南 第３位 琴東ＶＣ 〃 小林 麗奈 第３位 清泉スポーツ少年団

〃 フォルツァ桜が丘バレーボールクラブ 〃 大元スポーツ少年団 〃 岩坪 陽菜 〃 鴨方バレーボールクラブ

最優秀監督 松本 好彰 最優秀監督 難波 昭彦 最優秀監督 西山 隆規

OHK杯 優　勝 岡山南 最優秀選手 佐野 玖宗 優　勝 御野 最優秀選手 光岡 咲稀 優　勝 アルナイト備前 最優秀選手 炭山 千晴

第３４回 第２位 フォルツァ桜が丘バレーボールクラブ 優秀選手 山本 昂太朗 第２位 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 優秀選手 妹尾 舞陽日 第２位 城東台キッズバレーボールスポーツ少年団 優秀選手 飯原 綾香

H.31.2.3-2.10 第３位 浅口バレーボールクラブ 第３位 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 〃 福本 成海 第３位 チアフルビーズ岡山東

〃 津山ジュニア 〃 出部ジュニアバレーボールクラブ 〃 森本 温充 〃 津島スポーツ少年団

最優秀監督 沖    充啓　 最優秀監督 安達 照子 最優秀監督 白髭　 悟

OHK杯 優　勝 アリアーレ岡山 最優秀選手 原田 朋輝 優　勝 金光バレーボールスポーツ少年団 最優秀選手 中島 杷音 優　勝 琴東ＶＣ 最優秀選手 黒明 悠莉

第３３回 第２位 浅口バレーボールクラブ 優秀選手 池田 耕大 第２位 倉敷第二福田バレーボールクラブ 優秀選手 梶田 萌衣 第２位 古都スポーツ少年団 優秀選手 松井 心優

H.30.2.4-2.11 第３位 岡山南 第３位 茶屋町バレーボールスポーツ少年団 〃 妹尾 舞陽日 第３位 大元スポーツ少年団

〃 玉島バレーボールスポーツ少年団 〃 真備バレーボールスポーツ少年団 〃 大森 桜音 〃 豊スポーツ少年団

最優秀監督 畠木 浩二 最優秀監督 西山 隆規 最優秀監督 山田 桂子

ＯＨＫ杯 優　勝 玉島バレーボールスポーツ少年団 最優秀選手 清水　大輔 優　勝 鴨方バレーボールクラブ 最優秀選手 小川　　涼 優　勝 豊スポーツ少年団 最優秀選手 阿部　紗永

第３２回 第２位 浅口バレーボールクラブ 優秀選手 山本　朝日 第２位 遷喬バレーボール部 優秀選手 田中　菜穂 第２位 清泉スポーツ少年団 優秀選手 岡田　航季

H.29.2.5-2.12 第３位 アリアーレ岡山 第３位 優和Ｖ.Ｃ 〃 吉田　純奈 第３位 琴東ＶＣ

〃 出部ＪＶＣ 〃 琴東ＶＣ 〃 井上　凛香 〃 石生スポーツ少年団

最優秀監督 大島　教司 最優秀監督 松田　勝久 最優秀監督 三木　　修

ＯＨＫ杯 優　勝 落合ジュニア 最優秀選手 福島　宏太 優　勝 竜之口ＪＶＣ 最優秀選手 中川　ひまり 優　勝 豊スポーツ少年団

第３１回 第２位 アリアーレ岡山 優秀選手 家親　孝典 第２位 琴東ＶＣ 優秀選手 岡田　愛菜 第２位

H.28.2.7-2.14 第３位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 〃 川﨑　翔大 第３位 大元スポーツ少年団 〃 大倉　日菜乃 第３位

〃 琴東ＶＣ 〃 松本 翔吾 〃 津川スポーツ少年団 〃 乗越　美咲 〃

最優秀監督 高橋　　渉 最優秀監督 木下　圭吾

ＯＨＫ杯 優　勝 岡山南男子バレーボール 最優秀選手 品川  俊輔 優　勝 庄内バレーボールスポーツ少年団 最優秀選手 広兼　美嘉 優　勝 吉永バレーボールスポーツ少年団

第３０回 第２位 鴨方バレーボールクラブ 優秀選手 川崎  我和 第２位 琴東ＶＣ 優秀選手 井上　珠梨 第２位

H.27.2.1-2.11 第３位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 〃 松本 大空 第３位 津山北 〃 赤堀　咲月 第３位

〃 アリアーレ岡山 〃 金光　航汰 〃 横井スポーツ少年団 〃 寺尾　月渚 〃

最優秀監督 沖    充啓 最優秀監督 塚本　泰行

ＯＨＫ杯 優　勝 鴨方バレーボールクラブ 最優秀選手 宮本　直幸 優　勝 琴東ＶＣ 最優秀選手 北川　果乃子

第２９回 第２位 出部ＪＶＣ 優秀選手 高木　健臣 第２位 三門スポーツ少年団 優秀選手 岡村　そよ

H.26.2.2-2.9 第３位 玉島バレーボールスポーツ少年団 〃 中山　航太 第３位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 〃 坂本　葵

〃 琴東ＶＣ 〃 渡辺　城太朗 〃 倉敷第二福田バレーボールクラブ 〃 清水　香帆

最優秀監督 鈴木　則人 最優秀監督 山田　桂子

チーム表彰 個人表彰

混合の部男子の部 女子の部

チーム表彰 個人表彰 チーム表彰 個人表彰
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2ＯＨＫ杯 優　勝 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 最優秀選手 川口　大城 優　勝 大元スポーツ少年団 最優秀選手 三森　有紗

第２８回 第２位 庄内バレーボールスポーツ少年団 優秀選手 二宮　愛富 第２位 琴東ＶＣ 優秀選手 東山　　杏

H.25.2.3-2.17 第３位 出部ＪＶＣ 〃 西森　祐太郎 第３位 倉敷ドルフィンズ 〃 中田　咲紀

〃 落合ジュニア 〃 三澤　遼河 〃 城南ＶＣ 〃 西原　夕雨葵

最優秀監督 松本　好章 最優秀監督 槇井　信治

ＯＨＫ杯 優　勝 落合ジュニア 最優秀選手 金左　大輝 優　勝 船穂バレーボール少年団 最優秀選手 岡野　亜依

第２７回 第２位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 優秀選手 真黒　滉基 第２位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 優秀選手 芳田　真里亜

H.24.2.5-2.12 第３位 鴨方バレーボールクラブ 〃 宮本　晃平 第３位 大元スポーツ少年団 〃 難波　花帆

〃 岡山バレーボールクラブ 〃 北川　泰成 〃 倉敷ドルフィンズ 〃 松本　望歩

最優秀監督 高橋　　渉 最優秀監督 山本　邦彦

ＯＨＫ杯 優　勝 大元スポーツ少年団 最優秀選手 井上　輝之 優　勝 琴東ＶＣ 最優秀選手 山野　里桜

第２６回 第２位 庄内バレーボールスポーツ少年団 優秀選手 福田　晋司 第２位 横井スポーツ少年団 優秀選手 雄龍　未菜

H.23.2.6-2.13 第３位 清泉スポーツ少年団 〃 則本　壮一郎 第３位 金浦バレーボールスポーツ少年団 〃 関藤　えり

〃 鴨方バレーボールクラブ 〃 原田　和覇 〃 鴨方バレーボールクラブ 〃 松下　和音

最優秀監督 梶谷　建夫 最優秀監督 山田　桂子

ＯＨＫ杯 優　勝 出部ＪＶＣ 最優秀選手 松本　知也 優　勝 琴東ＶＣ 最優秀選手 井上　裕利恵

第２５回 第２位 玉島バレーボールスポーツ少年団 優秀選手 白濱　祐輝 第２位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 優秀選手 古作　有寿

H.22.2.7-2.14 第３位 庄内バレーボールスポーツ少年団 〃 林　　泰弘 第３位 船穂バレーボール少年団 〃 岡野　真依

〃 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 〃 松本　圭以 〃 総社WINDSバレーボールスポーツ少年団 〃 塚原　葉月

最優秀監督 田中　聖子 最優秀監督 山田　桂子

ＯＨＫ杯 優　勝 琴東ＶＣ 最優秀選手 星島　凜太郎 優　勝 横井スポーツ少年団 最優秀選手 嶋田　可南

第２４回 第２位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 優秀選手 山本　大地 第２位 大元スポーツ少年団 優秀選手 田中　里沙

H.21.2.1-2.8 第３位 緑丘ＪＶＣ 〃 川上　大貴 第３位 金光バレーボールスポーツ少年団 〃 藤岡　真子

〃 大元スポーツ少年団 〃 光森　翔大 〃 倉敷ドルフィンズ 〃 大谷　実愛

最優秀監督 山田　耕一 最優秀監督 水溜　敏彦

ＯＨＫ杯 優　勝 鴨方バレーボールクラブ 最優秀選手 天野　孝紀 優　勝 琴東ＶＣ 最優秀選手 福本　萌子

第２３回 第２位 落合ジュニア 優秀選手 大倉　僚介 第２位 城南ＶＣ 優秀選手 丸山　莉奈

H.20.2.3-2.10 第３位 シャイニィ瀬戸内ＶＢＣ 〃 松本　　樹 第３位 総社WINDSバレーボールスポーツ少年団 〃 下山　　響

〃 庄内バレーボールスポーツ少年団 〃 長畑　裕也 〃 御野 〃 矢田貝　淳子

最優秀監督 鈴木　則人 最優秀監督 山田　桂子

ＯＨＫ杯 優　勝 落合ジュニア 最優秀選手 森本　達也 優　勝 横井スポーツ少年団 最優秀選手 藤原　ひかり

第２２回 第２位 庄内バレーボールスポーツ少年団 優秀選手 松尾　大輝 第２位 金光バレーボールスポーツ少年団 優秀選手 中原　実咲

H.19.2.4-2.11 第３位 玉島バレーボールスポーツ少年団 〃 安田　　貴 第３位 琴東ＶＣ 〃 唐井　なつき

〃 鴨方バレーボールクラブ 〃 守分　　渉 〃 城南ＶＣ 〃 西谷　茅紘

最優秀監督 高橋　　渉 最優秀監督 羽崎　秀則

ＯＨＫ杯 優　勝 落合ジュニア 最優秀選手 福島　　翼 優　勝 琴東ＶＣ 最優秀選手 西川　依里

第２１回 第２位 赤崎ＶＣ 優秀選手 尾﨑　浩介 第２位 日比バレーボールスポーツ少年団 優秀選手 植畠　里奈

H.18.2.12-2.19 第３位 琴東ＶＣ 〃 東山　晶人 第３位 備前瀬戸内 〃 奥田　葉月

〃 津山ジュニアバレー教室 〃 杉山　雅斗 〃 津山北 〃 神田　祐希

最優秀監督 高橋　　渉 最優秀監督 山田　桂子

ＯＨＫ杯 優　勝 古都 最優秀選手 川野　祐司 優　勝 御津ＪＶＣ 最優秀選手 頼定　　希

第２０回 第２位 落合ジュニア 優秀選手 藤井　聖矢 第２位 庄内バレーボールスポーツ少年団 優秀選手 大橋　恭子

H.17.2.6-2.20 第３位 大元スポーツ少年団 〃 大本　佳弥 第３位 竜之口ＪＶＣ 〃 植野　杏奈

〃 津山ジュニアバレー教室① 〃 牧野　孝勇 〃 横井スポーツ少年団 〃 二宮　奈美

最優秀監督 熊代　行弘 最優秀監督 河田　正一

ＯＨＫ杯 優　勝 緑丘ＪＶＣ 最優秀選手 優　勝 大元スポーツ少年団 最優秀選手

第１９回 第２位 大元スポーツ少年団 優秀選手 第２位 竜之口ＪＶＣ 優秀選手

H.16.2.8-2.15 第３位 赤崎ＶＪＳＣ 〃 山田　有輝 第３位 琴東ＶＣ Ａ 〃

〃 古都 〃 〃 金光バレーボールスポーツ少年団 〃

最優秀監督 最優秀監督 槙井　信治
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3ＯＨＫ杯 優　勝 庄内バレーボールスポーツ少年団 最優秀選手 優　勝 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 最優秀選手 山田　暁子

第１８回 第２位 琴東ＶＣ 優秀選手 第２位 大元スポーツ少年団① 優秀選手

H.15.2.9-2.16 第３位 大元スポーツ少年団 〃 第３位 横井スポーツ少年団 〃

〃 横井スポーツ少年団 〃 〃 日比バレーボールスポーツ少年団 〃

最優秀監督 黒岩　省一 最優秀監督 福島　倫之

ＯＨＫ杯 優　勝 赤崎ＶＪＳＣ 最優秀選手 福岡  憲治 優　勝 竜之口ＪＶＣ 最優秀選手

第１７回 第２位 出部ＪＶＣ 優秀選手 第２位 鹿田スポーツ少年団バレーボール部 優秀選手

H.14.2.10-2.17 第３位 梁川 〃 第３位 御野 〃

〃 緑丘ＪＶＣ 〃 〃 大元スポーツ少年団 〃

最優秀監督 大津　正昭 最優秀監督 木下　圭吾

ＯＨＫ杯 優　勝 出部ＪＶＣ 最優秀選手 優　勝 大元スポーツ少年団 最優秀選手

第１６回 第２位 鴨方バレーボールクラブ 優秀選手 第２位 竜之口ＪＶＣ 優秀選手

H.13.2.18-2.25 第３位 横井スポーツ少年団 〃 第３位 横井スポーツ少年団 〃

〃 庄内バレーボールスポーツ少年団 〃 〃 鹿田スポーツ少年団バレーボール部 〃

最優秀監督 最優秀監督 槙井　信治

ＯＨＫ杯 優　勝 大元スポーツ少年団 最優秀選手 優　勝 竜之口ＪＶＣ 最優秀選手 木下　圭吾

第１５回 第２位 灘崎フリッパーズ 優秀選手 藤原　敬由 第２位 琴東ＶＣ Ａ 優秀選手

H.12.2.6-2.13 第３位 鴨方バレーボールクラブＡ 〃 第３位 横井スポーツ少年団 〃

〃 赤崎ＶＪＳＣ 〃 薬本　一輝 〃 倉敷第二福田バレーボールクラブ 〃 森定　真由美

最優秀監督 最優秀監督

ＯＨＫ杯 優　勝 大元スポーツ少年団 最優秀選手 優　勝 なださき 最優秀選手

第１４回 第２位 灘崎フリッパーズ 優秀選手 高橋　敬太 第２位 竜之口ＪＶＣ 優秀選手

H.11.2.14-2.21 第３位 赤崎ＪＶＣ 〃 第３位 福島スポーツ少年団バレー 〃

〃 鴨方バレーボールクラブＡ 〃 〃 倉敷第二福田バレーボールクラブ 〃 潮　　麻美

最優秀監督 最優秀監督

ＯＨＫ杯 優　勝 灘崎フリッパーズ 最優秀選手 小野　祐嗣 優　勝 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 最優秀選手 藤田　琴絵

第１３回 第２位 出部JVC 優秀選手 第２位 琴東VC A 優秀選手

H.10.2.8-2.15 第３位 赤崎ＪＶＣ　Ａ 〃 第３位 大野スポーツ少年団 〃

〃 大元スポーツ少年団 〃 〃 金川 〃

最優秀監督 難波　正彦 最優秀監督 福島　倫之

ＯＨＫ杯 優　勝 赤崎ＪＶＣ　Ａ 最優秀選手 武　智也 優　勝 横井スポーツ少年団 最優秀選手

第１２回 第２位 灘崎フリッパーズ 優秀選手 池本　　篤 第２位 大元スポーツ少年団 優秀選手

H.9.2.9-2.16 第３位 出部ＪＶＣ 〃 第３位 なださき 〃

〃 緑丘ＪＶＣ 〃 〃 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 〃 窪田　麻衣

最優秀監督 大津　正昭 最優秀監督 水溜　

ＯＨＫ杯 優　勝 灘崎フリッパーズ 最優秀選手 早川　洋平 優　勝 大元スポーツ少年団 最優秀選手

第１１回 第２位 赤崎ＪＶＣ 優秀選手 藤田　英昊 第２位 太伯 優秀選手

H.8.2.11-2.18 第３位 勝北男子バレーボール教室Ⅰ 〃 第３位 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 〃 中山　　望

〃 緑丘ＪＶＣ 〃 〃 米来スポーツ少年団 〃

最優秀監督 難波　正彦 最優秀監督 槙井　信治

ＯＨＫ杯 優　勝 赤崎ＪＶＣ　Ａ 最優秀選手 阿部　貴史 優　勝 倉敷第二福田バレーボールクラブ① 最優秀選手 岩城　知子

第１０回 第２位 灘崎フリッパーズ 優秀選手 井上　裕介 第２位 優秀選手

H.7.2.12-2.19 第３位 〃 第３位 〃

〃 〃 〃 〃

最優秀監督 大津　正昭 最優秀監督 福島　倫之

ＯＨＫ杯 優　勝 灘崎フリッパーズ 最優秀選手 広金　哲也 優　勝 竜之口JVC 最優秀選手

第９回 第２位 緑丘ＪＶＣ 優秀選手 第２位 横井スポーツ少年団 優秀選手

H.6.2.13-2.20 第３位 赤崎ＪＶＣ 〃 藤川　卓也 第３位 浦安① 〃

〃 琴東VC 〃 〃 三門 〃

最優秀監督 難波　正彦 最優秀監督
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4ＯＨＫ杯 優　勝 赤崎ＪＶＣ 最優秀選手 坂本　光弘 優　勝 金川 最優秀選手

第８回 第２位 灘崎フリッパーズ 優秀選手 尾崎　広太 第２位 大野スポーツ少年団 優秀選手

H.5.2.14-2.21 第３位 吉永 〃 第３位 彦崎 〃

〃 ※３チームによるリーグ戦 〃 〃 庄内バレーボールスポーツ少年団 〃

最優秀監督 大津　正昭 最優秀監督

ＯＨＫ杯 優　勝 吉永 最優秀選手 優　勝 最優秀選手

第７回 第２位 赤崎ＪＶＣ 優秀選手 藤川　　工 第２位 優秀選手

H.4.2.16-2.23 第３位 〃 第３位 〃

〃 〃 〃 〃

最優秀監督 最優秀監督

ＯＨＫ杯 優　勝 赤崎VC 最優秀選手 斉藤　寿治 優　勝 後閑少女バレー 最優秀選手 近藤　奈々子

第６回 第２位 吉永 優秀選手 第２位 大元スポーツ少年団 優秀選手

H.3.2.10/2.17 第３位 〃 第３位 石生 〃

〃 〃 〃 富原 〃

最優秀監督 最優秀監督

ＯＨＫ杯 優　勝 ※女子の部に組み込み 最優秀選手 優　勝 最優秀選手

第５回 第２位 優秀選手 第２位 後閑少女バレー 優秀選手

H.2.2.11 第３位 〃 第３位 〃

〃 〃 〃 〃

最優秀監督 最優秀監督

ＯＨＫ杯 優　勝 最優秀選手 優　勝 大元スポーツ少年団 最優秀選手

第４回 第２位 優秀選手 第２位 竜之口JVC 優秀選手

H.1.2.12/2.19 第３位 〃 第３位 〃

〃 〃 〃 〃

最優秀監督 最優秀監督

ＯＨＫ杯 優　勝 吉永 最優秀選手 優　勝 大元スポーツ少年団 最優秀選手

第３回 第２位 西阿知 優秀選手 第２位 後閑少女バレー 優秀選手

S.63.2.21 第３位 三石 〃 第３位 芥子山 〃
〃 倉敷第二福田バレーボールクラブ 〃 西山　広志 〃 倉敷第二福田バレーボールクラブ 〃 楠木　美佐子

最優秀監督 最優秀監督

ＯＨＫ杯 優　勝 山田バレーボール団 最優秀選手 優　勝 竜之口JVC 最優秀選手

第２回 第２位 鹿田スポーツ少年団バレーボール部 優秀選手 第２位 甲浦スポーツ少年団バレーボール部 優秀選手

S.62.2.8/3.15 第３位 吉永 〃 第３位 山田バレーボール団 〃
〃 〃 〃 鹿田スポーツ少年団バレーボール部 〃

※３チームによるリーグ戦 最優秀監督 最優秀監督

ＯＨＫ杯 優　勝 最優秀選手 優　勝 最優秀選手

第１回 第２位 優秀選手 第２位 優秀選手
第３位 〃 第３位 〃

〃 〃 〃 〃
最優秀監督 最優秀監督
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